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2014／06 石川県オリエンテーリング協会事務局 孫田三郎 方 

〒921-8117 金沢市緑ヶ丘 13-13 TEL:076-241-5582 E-mail:magota@mail.interq.or.jp 

 

 金大の躍進！！山川杯獲得！！！ ～ICMRを終えて～  

3/7~9 矢板中央高等学校サッカーグラウンド 

 

金沢大学 OLC 島倉侑志 

・総合力の証「山川杯」 

 「山川杯」。インカレスプリント、インカレミドルリレーを通して一番多くのメダルを獲得した

大学のみが得ることのできる称号である。インカレに参加している大学であればどこもが目指す

「日本一」の称号といっても違い無いものだ。山川杯の獲得には男子/女子、一年生から四年生ま

での貢献が必要不可欠で、本当の強さを持っていなければ獲得することは難しい。これまでは選

手層の厚い東京大学や東北大学などが獲得することが多く、金沢大学にとっては長年の目標でも

あった。今回はそんな山川杯獲得までの軌跡をたどってみたいと思う。 

 まずは初日 7 日のインカレスプリント。実験大会ではあるが入賞者にはメダルの贈呈がある重

要な大会である。金沢大学からは池嶋、横山、五味の 3 選手が出場した結果、横山選手が見事 5

位に入り、金大に一つ目のメダルをもたらした。ここから金沢大学のメダルラッシュが始まった。 

 ２日目のミドル競技では数多くのメダル獲得者が現れた。選手権 A3 位の横山選手をはじめ、
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翌日にも続くことになる金大の快進撃の布石だったのであろうか。 

 ３日目。リレー競技では 1 チームにつき３個のメダルを得ることができるので、この日の結果

が山川杯を左右することになる。そしてこの日も金大から送り出されたチームは見事な結果を残

し、念願の山川杯獲得を達成することとなった。 

 

・輝いた一年生オリエンティア 

 今回の山川杯獲得に関しては、一年生の

貢献が目立った。個人クラスでも一人の入

賞者を出したほか、リレー競技では一年生

を対象とした特別表彰を含め実に６個も

のメダルを金大にもたらしてくれた。この

ことから部としての総合力とは、毎年の新

歓活動をはじめとした日々の活動、ひいて

は部の歴史によって生み出されるものだ

と感じることができた。今回の山川杯獲得

はこれまで金大 OLC に関わってきたすべ

ての人々の活動の成果ともいえるだろう。 

 

４年生のみなさん、お疲れ様でした！→ 

 

（結果） 

【個人】    

WES  MUA1  

5.横山理恵 0:15:55 2.島倉侑志 0:24:29 

WEA  MUA2  

3.横山理恵 0:34:17 1.小山健司 0:23:03 

WEB  MUF2  

3.荒井清美 0:33:56 3.野崎伸介 0:18:25 

【団体】 

WER  

4.五味 あずさ・池嶋 美佳・横山 理恵 2:26:12 

WUR  

1.山梨 栞・野澤 麻乃・松岡 理沙 1:25:38 

XUR  

2. 大竹 達也・木村 史依・野崎 信介（新人特別表彰） 1:03:43 
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ミドル女子上位ルート図（2013年度インカレミドル、リレー ホームページより） 
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リレー男子優勝校ルート図（2013年度インカレミドル、リレー ホームページより） 
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第 30回記念金沢大学オリエンテーリング大会 

兼 平成 26年度石川県民オリエンテーリング大会 

～2014/3/30 ＠穴水町内浦「由比ヶ丘」～ 

 

 3 月 30 日、石川県鳳珠郡穴水町内浦において第 30 回記念金沢大学オリエンテーリング大会が

開催された。近年は福井県などでの開催も多くあった同大会であるが今回は県内、しかも金大大

会史上最北の能登穴水での開催となった。当日は相当な量の降水もみられたが県内外から 120 名

もの参加者が集まり、穴水の地を駆け回っていた。 

 競技形式は二人制リレーが取り入れられ、男子 30 チーム・女子 8 チーム、個人クラスでも総

勢 37 組が出走した。結果、男子リレーでは谷川友太・松澤俊行による「チーム茶の間」が接戦の

末、女子では小野澤清楓・名塚晴香の「群馬の風と柏崎の香り」が他チームに圧勝してそれぞれ

優勝した。個人クラスでもレベルの高い戦いが繰り広げられ男子は山上大智氏、女子は加納尚子

氏が一位に輝いた。 

 

・大会運営を経験して 

 上述の通り金沢大学大会は今回で第 30 回目を迎えることができました。こうした節目の大会を

迎えることができたのも、これまでの金大大会に携わってきた先輩方や大会準備の段階から手伝

っていただいている方々の御協力のおかげであります。この場を借りてお礼申し上げます。例年、

大会開催経験の無い二年生が中心となっての運営ということもあり苦労しているのですが、今回

の大会運営も相当な苦労がありました。まず大会開催地を穴水に決定したことによる交通の問題

が生じました。能登里山海道が無料化されたとはいえ、片道 2 時間程度の距離を調査の為に何十

回と往復することはレンタカーを使用せざるを得ない身にとっては（主に金銭面で）相当な負担

となってのしかかりました。調査自体の困難さも確かにありましたが、リレーという競技形式も

苦労の原因の一つでありました。リレー競技の運営に関しては特にコースセットを担当した増田

が苦労したのではないかと思われます。リレーではパターン振りが要求されますが、由比ヶ丘と

いうテレインの性質上そのまわし方についてはアドバイザーの金を含め相当の試行錯誤が行われ

たようです。 

 大会当日を迎えるまでには大勢の参加者にエントリーをしていただき、神戸大学や福島大学か

らの申し込みもみられるなど全国各地からのオリエンティアが集いました。当日はとても良いコ

ンディションとはいえない中、参加者の皆様には笑顔で大会に参加いただけたことがとてもうれ

しく思います。大会の運営を経験したことでそのつらさ、かけられている労力を痛感しました。

今後大会に参加するうえでも、忘れてはならないかけがえのない経験を得ることができたと思い

ます。 
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MAR   

1. チーム茶の間      （谷川友太・松澤俊行） 1:08:19 

2. インカレリレーワンツー（細川知希・松下睦生） 1:12:16 

3. R2014         （高田翔午・石坂翼樹） 1:20:40 

   

WAR   

1. 群馬の風と柏崎の香り    （小野澤清楓・名塚晴香） 1:34:30 

2. 岩手の型破りと長野の子   （不破美沙・福井莉子） 1:44:51 

3. ふるしると愉快な仲間達(一名)（中村友香・川島実紗） 2:00:41 

   

MA  B  

1. 山上大智 0:36:43 1. 土屋 武 0:49:22 

2. 羽鳥和重 0:39:47 2. 山本 誠 0:56:20 

3. 宇井賢 0:44:44 3. 藤田 弘 0:56:53 

    

WA  N  

1. 加納尚子 0:35:28 1. 高島 拓也 0:31:04 

2. 伊東佑子 0:49:03 2. 高村 陽子 0:33:45 

3. 村越久子 0:50:27   

  G  

  1. 小林 舞香チーム 0:54:41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各クラスの優勝者のみなさん 
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別途（穴水の地図） 
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全日本大会に参加して 
                              

森田 輝雄 

 

 平成２５年度の全日本大会は年度を越えて、去る４月２７日（日）に長野県菅平高原で開催さ

れた。ここは標高１５００ｍの高原リゾート地で、今から１２年前の平成１４年秋に全日本リレ

ーＯＬ大会が開催された場所でもある。当時、金沢ＯＬＫの大塚雅三氏、植木一也氏と小生の３

人でＭＶクラスに参加したのを懐かしく思い出した。 

 今回のゴール及び競技会場は菅平市街の中心地にあり、スタート地区はそこから５Ｋｍ以上離

れた菅平高原牧場の“ふれあい広場”であった。ここは１２年前のリレーＯＬ大会の主会場及び

中継地点でもあった。 

 今回の競技者はすべて会場や旅館からのバス輸送に限られていた。これはスタート地区までの

途中が競技会場であり、競技の公正さを考慮しての処置らしい。そのためだろうバスの車窓から、

いくつかのコントロールフラッグを見ることができた。 

 今回は好天にも恵まれ、楽しくオリエンテーリングが出来た。１か月程前の金沢大学大会（穴

水町）の“土砂降り”の悪天候とは違い、残雪の残る新緑の牧草地帯をコンパス頼りに直進がで

き、しかも緩やかな下りであるだけに、チンタラ走りでも確実にコントロールに到達できた。 

 私が参加したのはＭ７０Ａクラスで、プログラムによると距離５．３Ｋｍ、上り９０ｍ、優勝

設定５５分と記されていた。スタート時に渡された地図を見ると、１４コントロールもあった。

高齢者クラスとしてはやや長めではあるが、ほとんどが下りのコースのためであろう。自分の体

力や能力から７５分以内との目標で臨んだ。好天とコースがやや単純だったため、目標を上回る

６９分５１秒でゴールできた。 

 掲載の地図はＭ７０Ａクラスの前半部である。スタートから第７コントロールまでの所要時間

は１９分３４秒であった。ほとんどノーミスに近く、４分前のライバル氏には第７コントロール

手前で追いついた。また永遠のライバルである地元小松市の藤田弘氏には３分差で勝てたのも大

満足であった。 

 公式の成績が表示される前に会場を後にし、途中の須坂市のスーパー銭湯で疲れを癒した。久

しぶりに程よい疲労と満足感に浸ることができた。 

 

＜地図の解説文＞ 

 Ｍ７０Ａのスタートから第７までのコントロール位置、・・・は自分の走路 
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別途（全日本の地図） 
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第２３回石川県スポーツレクリエーション祭ふれあいオリエンテーリング大会 

 

 2014/5/18 金沢市卯辰山 

天谷 

 

今回のスポーツレクリエーション祭のスローガンは「スポレク祭 輝く汗に金メダル！」 

スポレク祭を“わがまちのオリンピック”ととらえ、仲間とともに流す汗の素晴らしさを感じる

ということで、新緑の映える奥卯辰健民公園で輝く汗がふれあいオリエンテーリング大会を盛り

上げました。 

今年も、金沢の奥卯辰健民公園を会場として、初心者でも気軽に参加できて楽しめることをコ

ンセプトに、ビンゴオリエンテーリング競技（ビンゴとオリエンテーリングをレクリエーション用

にアレンジしたもので、クラス毎に定めたビンゴ数になるようにコントロールを廻り、ゴールする

までの時間を競います。）を開催したところで、大会には、県内大学生やボーイスカウトの小学

生、また、富山県、岐阜県からの参加があり総勢１０７名で競技が行われました。  

 開会式は、今年度から石川県オリエンテーリング協会副会長に就いた、高岩勝人副会長（金沢

市議会議員）から、初オリエンテーリング挑戦の意気込みを盛り込む挨拶から始まり、石川県教

育委員会 梅村様からは、スポナビいしかわ（いしかわスポーツ情報ネットワーク）用にスタート

風景の動画撮影を行う案内があり、各選手楽しげに映り方を気にする場面がありました。 

 蜘蛛の子を散らすがごとくスタートした選手ですが、時間ぎりぎりまで競技を楽しみ、無事に

大会終了することができました。 

 本大会、当初は白山市総合運動公園での開催を予定していましたが、ＮＥＷマップ、初めての

会場での開催には道のりは長く実現にいたりませんでした。初心者が多く集まる本大会を石川県

内各地で巡回できるようになれば、競技者人口拡大の第１歩にも繋がりますが、大会の宣伝をし

っかりと行っていくという課題への取り組みが先といったところで、また来年に繋げていきたい

と思っています。 

 

スポナビいしかわ URL：https://www.i-sportsnavi.jp（スマートフォン対応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.i-sportsnavi.jp/
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【大会結果】 

個人の部    

男子Ａ 

１位 増田暁 

２位 今正寛 

３位 石田裕介 

男子Ｂ 

１位 西村美樹彦 

２位 高岩勝人 

３位 藪野繁 

女子Ａ 

１位 山崎弥生 

２位 森春菜 

３位 鈴木彩可 

女子Ｂ 

１位 藪野順子 

２位 植木典子 

 

グループの部    

初心者 

１位 植木一也 

 

少年組 

１位 紙谷美嬉、川元文敬、福田遥斗  

２位 石野博己、戸田陵介、中澤凛音  

３位 中澤郁利、高野卓也、西畑鷹太郎  

家族組 

１位 大橋里空・智樹 

２位 福本さくら・知子 

３位 円井彰梧・絢梧・珠子  

一般組 

１位 大塚勝彦、大塚香代子、内山とし子  
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別途（スポレクの地図） 
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平成 26 年度 県 OL協会定期総会 
平成 26 年 5 月 25 日（日） 石川県金沢勤労者プラザ 402 和室 

 

総会は午後 1 時 30 分から石川県金沢勤労者プラザで開かれ、平成 25 年度事業報告、会計決算報告、会

計監査報告があり可決承認された。続いて平成 26 年度役員選出、事業計画、予算案の審議に入り原案通り

承認された。その他下記の報告があった。 

 （1）かほく市オリエンテーリングクラブ事務局変更 

 （2）その他について 

 

【平成 25 年度 事業報告】 

（H25.4.1～H26.3.31） 

 【平成 25 年度 決算報告】 

（H25.4.1～H26.3.31） 

平成２５年 

４月 １日(月)   ＰＣコース管理委託開始 (県内１５コース) 

  ５月１２日(日)   平成２５年度定期総会 (金沢市・総合体育館) 

  ５月１９日(日)  第２２回県民スポレク祭ＯＬ大会(金沢市・奥卯辰山) 

  ６月 ８日(土)  平成 25年度北信越ＯＬクラブ連絡協議会総会 

(福井県福井市) 

    ６月３０日(日)   地図調査講習会(金沢市・ふれあいの里) 

  ７月３１日(水)   初任教員ＯＬ研修（白山市・白山青年の家） 

  ８月 ６日(火)   初任教員ＯＬ研修（白山市・白山青年の家） 

  ８月１１日(日)   第６５回県民体育大会ＯＬ競技(加賀市・加賀海岸) 

８月２０日(火)   初任教員ＯＬ研修（白山市・白山青年の家） 

９月 ８日(日)   平成２５年度県民ＯＬ大会兼県リレーセレクション 

(加賀市・加賀海岸) 

９月１５日(日)   「OLいしかわ」107号発行 

１０月１４日(祝)   健民祭ＯＬ大会 (津幡町・県森林公園)  

１０月２７日(日)   県ＯＬ協会理事会 (金沢市・総合体育館) 

１１月３０日(土)   「OLいしかわ」108号発行 

１１月３０日(土)  ＰＣコース管理委託終了(県内１５コース) 

１２月 １日(日)  ＰＣコース管理者講習会(津幡町・県森林公園) 

１２月１４日(土)  公益社団法人日本オリエンテーリング協会表彰(東京

都) 

１２月１５日(日)  第２２回全日本リレーＯＬ選手権大会(東京都) 

平成２６年 

１月２５日(土)  ＯＬ新年会 (金沢市) 

    ２月１６日(日)   県ＯＬ協会理事会 (金沢市・総合体育館) 

３月１５日(土)   「OLいしかわ」109号発行 

    ４月２７日(日)   第４０回全日本ＯＬ大会 (長野県) 

 

〔地域協会・クラブ関係〕 

平成２５年 

  ６月３０日(日)   金沢市民体育大会ＯＬ競技 (金沢市・キゴ山) 

   ７月 ７日(日)   小松市民体育大会ＯＬ競技 (小松市・憩の森) 

 １０月 ６日(日)  金沢市民スポレク祭(金沢市・キゴ山) 

１０月１４日(祝)  津幡町スポレク祭ＯＬ大会 (津幡町・森林公園) 

平成２６年 

３月３０日(日)  第３０回金沢大学ＯＬ大会（石川県穴水町） 

 

 収入の部 

 繰越金    253,424 

 会員会費    431,000  

 登録料     44,600 

 参加料     64,000 

 交付金    547,804 

 委託料    300,000 

 その他     52,837 

 合 計   1,693,665 円 

 支出の部 

 事業費    514,735 

 運営事務費  624,634 

 登録納付金   38,500 

 負担金    200,000 

 予備費       0 

 次期繰越金   315,796 

 合 計    1,693,665 円 

 

 



14 

 

【平成 26 年度 石川県オリエンテーリング協会役員】 

会  長  不破 大仁 

副会長   山本 正美  藤田  弘  森田 輝雄  高岩 勝人 

顧  問  紺野  晃  不破  実  米沢  寛 

参  与  藤井 義弘  綿木 浩三 

理事長   小林  力 

副理事長  浅川 直紀  徳応  統  畑中  勝  木下 繁紀  松室 隼人 

       天谷 翔吾 

 会  計  畑中  勝 

 理  事  塩  泰尚  一森 孝彦  中野 和人  葛城 真証  杉田 利一 

森正 隆弘  酒井  清  奥村 智憲  田辺  豊  中島  勉 

平瀬有希子  孫田 三郎  池端  昭  大塚 雅三  山越 順平 

山梨  栞  松澤 卓也  島倉 侑志  島崎 芳夫  森田 剛史   

関戸 博孝  池田 外行  福田 瑞恵 

 監  事  山口 清隆  西村美樹彦 

 

 健民運動推進本部委員   孫田 三郎   石川県体育協会評議員   山越 順平 

 石川県民スポレク祭担当  天谷 翔吾   石川県レクリエｰション協会評議員 小林  力 

 

【平成 26 年度 事業計画】 

（H26.4.1～H27.3.31） 

 【平成 26 年度 予算】 

（H26.4.1～H27.3.31） 

平成２６年 

３月３０日(日)  平成２６年度県民ＯＬ大会    （石川県穴水町） 

４月 １日(火)   ＰＣコース管理委託開始 (県内１５コース) 

４月１９日(土)  ＰＣコース管理者講習会(金沢市・奥卯辰山) 

  ５月１８日(日)  第２３回県民スポレク祭ＯＬ大会(金沢市・奥卯辰山) 

  ５月２５日(日)   平成２６年度定期総会 (金沢市・勤労者プラザ) 

    ６月２２日(日)   地図調査講習会(金沢市・ふれあいの里) 

  ７月１９日(土)  平成 26年度北信越ＯＬクラブ連絡協議会総会 

(新潟県上越市) 

  ７月３１日(木)  初任教員ＯＬ研修（白山市・白山青年の家） 

  ８月 ６日(水)  初任教員ＯＬ研修（白山市・白山青年の家） 

  ８月１０日(日)   第６６回県民体育大会ＯＬ競技(津幡町・森林公園) 

  ８月２０日(水)  初任教員ＯＬ研修（白山市・白山青年の家） 

９月１４日(日)   全日本リレー石川県セレクション(小松市・安宅) 

１０月１３日(祝)   健民祭ＯＬ大会 (津幡町・県森林公園) 

１０月１９日(日)   県ＯＬ協会理事会 (金沢市・総合体育館) 

１１月３０日(日)  ＰＣコース管理委託終了(県内１５コース) 

１２月 ７日(日)  第２３回全日本リレーＯＬ選手権大会(岐阜県) 

平成２７年 

１月２４日(土)  ＯＬ新年会 (金沢市) 

２月１５日(日)   県ＯＬ協会理事会 (金沢市・総合体育館) 

  ３月２９日(日)   第４１回全日本ＯＬ大会(福島県) 

 

<その他> 

・「ＯＬいしかわ」３回発行(６月、９月、１２月発行予定) 

 

〔地域協会・クラブ関係〕 

 ６月２９日(日)   金沢市民体育大会ＯＬ競技 (金沢市・キゴ山) 

   ７月 ６日(日)   小松市民体育大会ＯＬ競技 (小松市・憩の森) 

 １０月 ５日(日)  金沢市民スポレク祭(金沢市・キゴ山) 

１０月１３日(祝)  津幡町スポレク祭ＯＬ大会 (津幡町・森林公園) 

 

 １０月１２日(日)  インカレロング（福井県） 

 

 

 収入の部 

 繰越金     315,796 

 会員会費    262,000 

 登録料       3,000 

 参加料      60,000 

 交付金     580,000 

 委託料     300,000 

 その他      75,000 

 合 計    1,595,796円 

 支出の部 

 事業費      594,000 

 運営事務費   480,000 

 登録納付金    11,000 

 負担金     200,000 

 予備費     310,796 

 合 計    1,595,796円 
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≪ information ≫ 

 

【ＪＷＯＣ2014 日本代表選手に選考！】 

 ジュニア世界選手権（ＪＷＯＣ）に金沢大学から 五味あずさ さんが選考されました。 

 大会は平成 26 年 7 月 21 日～28 日の日程でブルガリアで開催されます。 

 活躍を期待しています。（金沢大学から久しぶりの選考です。女子は初！） 

 

 大会ホームページ http://jwoc2014.bg 

 

 

【不破 実 顧問 旭日小綬章受章】 

 石川県オリエンテーリング協会顧問の不破 実氏が平成 26 年春の叙勲を受賞されました。 

元金沢市議であり、正副議長を経験し、公共の福祉と地方自治の育成発展に貢献されたことで顕著な功

績を挙げられ、旭日小綬章の受章です。 

  

 

http://jwoc2014.bg/
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   都市
ま ち

が元気だから会社も元気 

米沢電気工事株式会社 
本 社/ 〒921-8588 金沢市進和町 32 番地 076-291-5200（代） 

支 店/ 東京 名古屋 大阪 

営業所/ 埼玉 富山 福井 新潟 九州 白山 小松 能登 

http://www.yonezawa.co.jp 

米沢電気グループ 
北星産業株式会社          大和タクシー株式会社 

株式会社テクノブレーン       株式会社米沢ビルシステムサービス 

北斗油送株式会社          藤井商事株式会社 

大和商事（株）（しあわせの湯２）   株式会社オータム（しあわせの湯） 

大和タクシーコールネット（株）   大和自動車交通株式会社 

株式会社米沢エナジーマネジメントサービス 

石川日産自動車販売株式会社     株式会社日産プリンス金沢 

社会福祉法人若松保育園       株式会社金沢観光 

      

 


